
名神集中工事に伴う迂回運行時刻表 アルピコ交通株式会社　2016/5/17

迂回期間　：　2016年5月30日（月）　～　6月10日（金）　※5月29日出発の夜行便についても迂回運行となります。

長野～京都・大阪線 松本～京都・大阪線 茅野～京都・大阪線 さわやか信州号
◎長野→大阪 ◎松本→大阪 ◎茅野→大阪 ◎上高地→大阪

長野線 昼行便 夜行便 松本線 昼行便 昼行便 夜行便 茅野線 昼行便 夜行便 茅野線 夜行便
運行 特別 特別 運行 通常 特別 特別 運行 特別 特別 運行 通常

長野駅 14:15 22:30 松本ＢＴ 7:10 15:00 22:40 茅野駅 16:10 22:20 上高地 14:20
長野ＢＴ 14:18 22:33 松本ＩＣ 7:20 15:10 22:50 赤羽根 16:19 22:23 帝国ホテル前 ↓

丹波島橋南 14:24 22:39 長野道神林 7:26 15:16 22:56 上諏訪駅 16:26 22:36 大正池 ↓
川中島古戦場 14:31 22:46 長野道広丘野村 7:32 15:22 23:02 下諏訪 16:37 22:47 中の湯 ↓
長野インター前 14:34 22:49 長野道みどり湖 7:37 15:27 23:07 長池 16:42 22:52 ↓ ↓

長野道更埴インター 14:41 22:56 長野道岡谷 7:44 ↓ 岡谷駅 16:50 23:00 京都駅烏丸口 19:34

長野道姨捨 14:52 23:07 ↓ ↓ ↓ ↓ 岡谷市役所前 16:54 23:04 新大阪 20:37

長野道麻績インター 23:14 京都深草 12:07 扱いなし 扱いなし 今井 16:58 23:08 大阪梅田 20:46

↓ ↓ ↓ 京都駅前 ↓ ↓ 5:57 中央道辰野 17:13 23:23
京都深草 扱いなし 扱いなし 名神大山崎 ↓ ↓ 扱いなし ↓ ↓ ↓
京都駅前 ↓ 6:05 名神高槻 ↓ ↓ 扱いなし 京都深草 扱いなし 扱いなし
名神大山崎 ↓ 扱いなし 名神茨木 ↓ ↓ 扱いなし 京都駅前 ↓ 5:40
名神高槻 ↓ 扱いなし 千里中央 ↓ ↓ 6:46 高速長岡京 扱いなし ↓

名神茨木 ↓ 扱いなし 千里ニュータウン 12:40 20:26 6:56 千里ニュータウン 22:12 6:26

千里中央 ↓ 6:54 新大阪 12:50 20:36 7:06 新大阪 22:22 6:36
千里ニュータウン 20:36 7:04 大阪 12:59 20:45 7:15 大阪 22:31 6:45

新大阪 20:46 7:14

大阪 20:55 7:23

◎大阪→長野 ◎大阪→松本 ◎大阪→茅野 ◎大阪→上高地
長野線 昼行便 夜行便 松本線 昼行便 昼行便 夜行便 茅野線 昼行便 夜行便 茅野線 夜行便

運行 特別 特別 運行 通常 通常 特別 運行 特別 特別 運行 特別

大阪 13:00 21:50 大阪 8:00 16:00 22:00 大阪 16:10 21:40 大阪梅田 23:00
新大阪 13:09 21:59 新大阪 8:09 16:09 22:09 新大阪 16:19 21:49 新大阪 23:09

千里ニュータウン 13:20 22:10 千里ニュータウン 8:20 16:20 22:20 千里ニュータウン 16:30 22:00 京都駅烏丸口 0:10
千里中央 ↓ 22:20 千里中央 ↓ ↓ 22:30 高速長岡京 扱いなし ↓ ↓ ↓
名神茨木 ↓ 扱いなし 名神茨木 ↓ ↓ 扱いなし 京都駅前 ↓ 23:00 中の湯 5:17

名神高槻 ↓ 扱いなし 名神高槻 ↓ ↓ 扱いなし 京都深草 扱いなし 扱いなし 大正池 5:23
名神大山崎 ↓ 扱いなし 名神大山崎 ↓ ↓ 扱いなし ↓ ↓ 帝国ホテル 5:28

京都駅前 ↓ 23:10 京都駅前 ↓ ↓ 23:20 中央道辰野 21:26 5:33 上高地 5:30

京都深草 扱いなし 扱いなし 京都深草 8:53 16:53 扱いなし 今井 21:41 5:48
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 岡谷市役所 21:45 5:52

長野道麻績インター ↓ 6:01 岡谷駅 13:16 ↓ ↓ 岡谷駅 21:49 5:56
長野道姨捨 19:00 6:08 長野道みどり湖 13:23 21:19 5:55 長池 21:57 6:04

長野道更埴インター 19:11 6:19 長野道広丘野村 13:28 21:24 5:58 下諏訪 22:02 6:09

長野インター前 19:18 6:26 長野道神林 13:34 21:30 6:04 上諏訪駅 22:13 6:20
川中島古戦場 19:21 6:29 松本ＩＣ 13:40 21:36 6:10 赤羽根 22:20 6:27

丹波島橋南 19:28 6:36 松本ＢＴ 13:50 21:46 6:20 茅野駅 22:23 6:36

長野ＢＴ 19:33 6:41
長野駅 19:34 6:42


